
張り地は、国産本革9色に加え、使い込むほどに味わいがでる3色
のオイルレザーからお選びいただけます。

No,2201

スツール

390

税抜価格

機種/張り地

ソファー９３

ソファー１９９

¥82,400+税

¥424,100+税

¥92,400+税

990 390

ソファー１９９ 1990 990 990 390

990ソファー171 1710

ソファー９３ 930 990 990 390

商　品　仕　様

品名 バレット

脚 木製　ウレタン塗装

本革（一部合成皮革）

機種

ソファー171

スツール 540 420

クッション材 積層ウレタン

サイズ（ｍｍ）

OM革/PVC

¥240,200+税

¥389,000+税

Ｗ Ｄ Ｈ ＳＨ

□ 9色＋3色から選べる上質な本革

バネ材□ 2タイプの硬さから選べる座クッション

座クッションは心地よいフィット感のベーシックタイプと、沈み込み
を少なく調整したハードタイプの2種類からお選びいただけます。

※背クッションは共通です。
※鋼製Sバネは、ベーシックタイプには反った形状のもの（キャンバー
タイプ）を使用し、ハードタイプには反りのないもの（ストレートタイプ）を使用
しています。

Sバネ

J革/PVC

¥210,200+税

¥339,500+税

¥384,100+税

張り材

BARETT
全身でくつろぐ贅沢なかけ心地

ソファー１９９+ソファー９３（張り材 J革 ：#904)

身体の各部分を的確にサポートするように調
整されたハイバッククッションが、上質な革で
全身を包み込まれるような贅沢なかけ心地を
提供します。

ソファー171（張り材 J革 ：#904) ソファー93+スツール（張り材 J革 ：G3-73)



□ 9色＋3色から選べる上質な本革

商　品　仕　様

J革/PVC OM革/PVC

品名

最小サイズ70cm

ソファー９０ ソファー１６７ ソファー１９５ スツール

□ 搬入も安心

脚を取り外すことで、最小
サイズが70ｃｍとなりま
す。標準的な出入口の間口
であれば安心して搬入でき
るサイズです。

張り地は、国産本革9色に加え、使い込むほどに味わいがでる3色のオイ
ルレザーからお選びいただけます。

400

ソファー１９５ 1950 1030 960 400

400

¥276,300+税

¥529,400+税

¥461,600+税

¥100,400+税

□ 2タイプの硬さから選べる座クッション

座クッションは、心地よいフィット感のベーシックタイプと、沈み込みを少なく
調整したハードタイプの2種類からお選びいただけます。
※背クッションは共通です。

ソファー９０ ¥227,900+税

スツール

¥376,700+税

¥84,100+税

バネ材 Sバネ

クッション材 積層ウレタン

脚 木製　ウレタン塗装

オスカー

張り材 本革（一部合成皮革）

スツール

サイズ（ｍｍ）

機種 Ｗ Ｄ Ｈ

580 540 380 No,2201

ソファー１９５

税抜価格

機種/張り地

ＳＨ

900

¥428,400+税

ソファー１６７

1670 1030 960

1030 960ソファー９0

ソファー１６７

OSCAR

ソファー１９５+ソファー90（張り材 J革 ：#904)

ソファー１９５（張り材 OM革 ：#818)

ハードタイプベーシックタイプ

※背クッションは共通です。ソフトタッチフォーム

ラバータッチフォーム

鋼製Sバネ
（キャンバータイプ）

ラバータッチフォーム

鋼製Sバネ
（ストレートタイプ）



豊富なサイズバリエーション

豊富なサイズバリエーションをご用意しま
した。お客様のお部屋に最適なサイズ感の
ソファーをお選びいただけます。

2タイプから選べるクッション

座クッションの硬さは、ベーシックタイプ
と、沈み込みを少く調整したハードタイプ
の2種よりお選びいただけます。

豊富なカラーバリエーション

張り地には、上質な本革とペットの引っ掻
きに強く同クラス最高の強度をもつソフト
レザーをご用意しました。

搬入も安心

脚と背クッションを外した状態での最小サ
イズは約６８ｃｍ。標準的な間口であれば
安心して搬入できるサイズです。

安心の国内生産

革とソフトレザーはいづれも上質な国産品
を使用し、国内工場にて丁寧に製造してい
ます。

ソファーをひきたてる２色の脚

脚はNAとBRの２色よりお選びいただけま
す。

豊富なカラーとサイズのバリエーション。

そして、調整をかさねてつくりあげた

クッションにより、まるで、オートク

チュールのような最高のフィット感をも

つソファーをつくりあげました。

ソファー190(3P LL-01)

Select
BASIC or HARD

Selectable

COLOR

Select 

LEGS

PEGASUS
オートクチュールのような
最高のフィット感でくつろぐ

NA BR

Selectable

SIZE



張り地/機種(サイズ）

革(一部合皮)

ソフトレザー(一部PVC)

ソファー２P
W1450 D920 H920 SH390

¥254,300+税

¥197,100+税

ソファー190(3P)
W1900 D920 H920 SH390

¥326,900+税¥310,900+税

ソファー190（3P　革※1)ソファー２P（ソフトレザー）

※2  クッションがベーシックタイプの場合はペガ
サススツール、ハードタイプの場合はE型スツール
になります。ペガサススツールには座の中央にくぼ
みがあり、E型スツールには座の中央のくぼみがあ
りません。

※1  張地が革のときは、座前は中央部分で分割され、座前下部はＰＶＣ仕様と
なります。ソフトレザーのカバー仕様と異なる為、御注意ください。

スツール(ベーシックタイプ用） E型スツール（ハードタイプ用）

¥76,600+税

E型スツール（ハードタイプ）

W570 D500 H390

Sバネ

クッション材

バネ材

ソファー１P
W980 D920 H920 SH390

ソファー170(3P)
W1700 D920 H920 SH390

ソファー160(3P)
W1600 D920 H920 SH390

積層ウレタンソフトレザー…合成皮革

税抜価格

ソファー180(3P)
W1800 D920 H920 SH390

革(一部合皮)

ソフトレザー(一部PVC)

¥232,500+税

NA

弊社では、次の様なルールに基づいた
御注文を御願いしております。

御注文の際の御願い

スツール（ベーシックタイプ）

W570 D500 H390

¥242,000+税

¥76,600+税

¥56,600+税 ¥56,600+税

※例

（脚）

No 2201

商品仕様

品名 ペガサス

木製　NA・BRより選択可脚

張り材
革…革・合成皮革

張り地/機種(サイズ）

¥205,600+税 ¥310,900+税 ¥310,900+税

¥145,600+税 ¥232,500+税 ¥232,500+税

（張り地）(機種名）

ベーシック

(クッションタイプ)

ソファー180

（品名）

ペガサス #906

PEGASUS  ITEM LIST

ソファー1８0 (J革 G3-73)

※１

※2



革

#925

ペガサス

#921

※張り地選択の際は、必ず生地見本で色を御確認下さい。

#904 #916

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

#G3-73

ソフトレザー

LL-16

LL-02

#949

#965

LL-04

#906

LL-18

LL-01

LL-10



　

　

¥259,700+税

No,2201

クッションには、スモールフェザーとシリコンフィルを混合
したクッション材を採用しました。体を包み込むような心
地よい座り心地が特徴です。

□

本体・クッションカバーは、40色以上の生地（A・B・Cランク）から
お選びいただけます。

本体・クッションカバーは、全て脱着可能なフルカバーリング仕様
です。汚れた場合もドライクリーニングによるお手入れが可能で
す。

安心のフルカバーリング

商　品　仕　様

品名 シルフィー

棉・スモールフェザー混合　ウレタン

Ｗ Ｄ Ｈ

スツール ¥67,200+税

脚 木製　ウレタン塗装

張り材 布(フルカバーリング）

バネ材

□

900 840

鋼製Sバネ

クッション材

840 420

サイズ（ｍｍ）

□

420

機種

¥279,100+税

¥71,500+税

機種/張り地 Ａランク（ツートン） Ｂランク（ツートン）

ソファー186 ¥236,000+税 ¥246,200+税

470

ＳＨ

ソファー186 1860

スモールフェザーによる快適なクッション

420 420スツール

40色以上の生地から選べるカバー

□

木製の脚はNAとBRの2色より、
いずれかをお選びいただけます。

選べる2色の脚

ソファー210 2100 900

710

税抜価格（シングル）

Ｃランク（シングル）

¥257,700+税

¥291,100+税

¥71,500+税

機種/張り地 Ａランク（シングル） Ｂランク（シングル）

ソファー186 ¥229,100+税 ¥239,100+税

¥271,100+税

スツール ¥64,900+税 ¥69,500+税

ソファー210

税抜価格（ツートン）

Ｃランク（ツートン）

¥265,400+税

¥300,000+税

¥74,100+税

ソファー210 ¥267,700+税

SYLPHY
夢の中で座ったソファー

心地よい夢の中で座っていたようなソファーをつくりました。
初めて見た時から知っている。そんなソファーです。
スモールフェザーをふんだんに使用した、
包みこむような安心感のあるすわり心地をご堪能下さい。

ソファー２１０+スツール（張り材 Aランク )
少し高めで、背と同等のクッション性を
備えたひじ掛けは、もたれかかるような
リラックスした姿勢をサポートします。

ソファー２１０（張り材：Bランク 本体：ソロモン CGR クッション：ソロモンI）

ＢＲ NA

ウレタン

スモールフェザー

ウレタン
羽毛

ウレタン

スモールフェザー


